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告 示

島根県告示第445号

地方税法（昭和25年法律第226号）第144条の９第３項の規定により、次のとおり特約業者の指定を取り消したので告示

する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

氏名又は名称 主たる事務所又は事業所の所在地 取消年月日

益田マルヰ株式会社 島根県益田市あけぼの東町10番地１号 平成26年３月31日

島根県告示第446号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

ウエーブグリーンモール薬局 江津市嘉久志町2306番地30 グリーンモール１階 平成26年４月２日

石見クリニック 益田市駅前町７番１号 平成26年４月１日

そうごう薬局 東出雲店 松江市東出雲町揖屋1034番１ 平成26年５月１日

まめな薬局 出雲市大津町1101番地４ 平成26年５月１日

三隅さんさん薬局 浜田市三隅町三隅387番地５ 平成26年５月７日

俵薬局本店 浜田市蛭子町39 平成26年４月２日

寺井医院 浜田市三隅町三隅382番地１ 平成26年５月７日

家族・絆の吉岡医院 安来市安来町789番地１ 平成26年４月１日

島根県告示第447号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 者 事 業 所
実施する事業 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

特定非営利活動法人 出雲市里方町116番地 居宅介護支援 穂なみ介護支援事業所 出雲市大津朝倉三 平成26年４

コミュニティーサポー 丁目10番３号 月１日

トいずも

松江保健生活協同組合 松江市西津田八丁目８ 通所介護 せいきょう幸町デイサ 松江市幸町1571番 平成26年４

番10号 ービス 地 月１日

松江保健生活協同組合 松江市西津田八丁目８ 介護予防通所 せいきょう幸町デイサ 松江市幸町1571番 平成26年４

番10号 介護 ービス 地 月１日

第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日
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第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日

株式会社 建装 出雲市平田町1733番地 訪問介護 訪問看護ステーション 松江市春日町155 平成26年４

６ ココ・リハ 番地１ ココ・リ 月１日

ハ春日２Ｆ

株式会社 建装 出雲市平田町1733番地 介護予防訪問 訪問看護ステーション 松江市春日町155 平成26年４

６ 介護 ココ・リハ 番地１ ココ・リ 月１日

ハ春日２Ｆ

株式会社 建装 出雲市平田町1733番地 通所介護 ココ・リハ乃木 松江市上乃木五丁 平成26年４

６ 目12番２号 月１日

株式会社 建装 出雲市平田町1733番地 介護予防通所 ココ・リハ乃木 松江市上乃木五丁 平成26年４

６ 介護 目12番２号 月１日

特定非営利活動法人 出雲市里方町116番地 通所介護 穂なみデイサービスセ 出雲市里方町116 平成26年４

コミュニティーサポー ンター 番地 月１日

トいずも

特定非営利活動法人 出雲市里方町116番地 介護予防通所 穂なみデイサービスデ 出雲市里方町116 平成26年４

コミュニティーサポー 介護 ンター 番地 月１日

トいずも

社会福祉法人 湖北ふ 松江市岡本町新宮1138 訪問介護 湖北ふれあい しんじ 松江市国屋町498 平成26年４

れあい 番地１ 湖温泉ヘルパーステー 番地６ 月１日

ション

社会福祉法人 湖北ふ 松江市岡本町新宮1138 介護予防訪問 湖北ふれあい しんじ 松江市国屋町498 平成26年４

れあい 番地１ 介護 湖温泉ヘルパーステー 番地６ 月１日

ション

社会福祉法人 湖北ふ 松江市岡本町1138番地 訪問看護 訪問看護ステーション 松江市国屋町498 平成26年４

れあい １ Ａ ｌｉｖｅ 番地６ 月１日

社会福祉法人 湖北ふ 松江市岡本町1138番地 介護予防訪問 訪問看護ステーション 松江市国屋町498 平成26年４

れあい １ 看護 Ａ ｌｉｖｅ 番地６ 月１日

企業組合 労協しまね 大田市大田町大田イ 小規模多機能 小規模多機能ホーム 大田市川合町川合 平成26年４

事業団 129番地 型居宅介護 すずらん川合 350番地１ 月14日

企業組合 労協しまね 大田市大田町大田イ 介護予防小規 小規模多機能ホーム 大田市川合町川合 平成26年４

事業団 129番地 模多機能型居 すずらん川合 350番地１ 月14日

宅介護

社会福祉法人 仁摩福 大田市仁摩町仁万843 地域密着型介 特別養護老人ホームし 大田市仁摩町仁万 平成26年４

祉会 番地 護老人福祉施 おさい新館 843番地 月１日

設入所者生活

介護

社会福祉法人 仁摩福 大田市仁摩町仁万843 短期入所生活 短期入所生活介護事業 大田市仁摩町仁万 平成26年４

祉会 番地 介護 所しおさい新館 843番地 月１日

社会福祉法人 きすき 雲南市木次町東日登 地域密着型介 特別養護老人ホームさ 雲南市木次町東日 平成26年４

福祉会 345番地１ 護老人福祉施 くら苑さくらんぼの家 登345番地１ 月１日

設入所者生活

介護

社会福祉法人 きすき 雲南市木次町東日登 短期入所生活 短期入所施設特別養護 雲南市木次町東日 平成26年４
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第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日

福祉会 345番地１ 介護 老人ホームさくら苑さ 登345番地１ 月１日

くらんぼの家

社会福祉法人 きすき 雲南市木次町東日登 介護予防短期 短期入所施設特別養護 雲南市木次町東日 平成26年４

福祉会 345番地１ 入所生活介護 老人ホームさくら苑さ 登345番地１ 月１日

くらんぼの家

社会福祉法人 金太郎 出雲市斐川町学頭1463 訪問介護 デイサービス金太郎の 出雲市斐川町学頭 平成26年４

の家 番地10 家 1463番地７ 月１日

社会福祉法人 金太郎 出雲市斐川町学頭1463 介護予防訪問 デイサービス金太郎の 出雲市斐川町学頭 平成26年４

の家 番地10 介護 家 1463番地７ 月１日

社会福祉法人 伯医会 安来市伯太町安田1705 認知症対応型 ふるさと母里 安来市伯太町東母 平成26年４

番地 共同生活介護 里482番地２ 月16日

社会福祉法人 伯医会 安来市伯太町安田1705 介護予防認知 ふるさと母里 安来市伯太町東母 平成26年４

番地 症対応型共同 里482番地２ 月16日

生活介護

社会福祉法人 伯医会 安来市伯太町安田1705 小規模多機能 ふるさと母里 安来市伯太町東母 平成26年４

番地 型居宅介護 里482番地２ 月16日

社会福祉法人 伯医会 安来市伯太町安田1705 介護予防小規 ふるさと母里 安来市伯太町東母 平成26年４

番地 模多機能型居 里482番地２ 月16日

宅介護

社会福祉法人 萌友福 雲南市三刀屋町乙加宮 短期入所生活 短期入所生活介護 み 雲南市三刀屋町乙 平成26年５

祉会 3400番地２ 介護 とやの郷 加宮3400番地２ 月１日

社会福祉法人 萌友福 雲南市三刀屋町乙加宮 介護予防短期 短期入所生活介護 み 雲南市三刀屋町乙 平成26年５

祉会 3400番地２ 入所生活介護 とやの郷 加宮3400番地２ 月１日

社会福祉法人 よこた 仁多郡奥出雲町稲原 地域密着型介 地域密着型特別養護老 仁多郡奥出雲町横 平成26年３

福祉会 57番地１ 護老人福祉施 人ホーム サテライト 田1063番地１ 月１日

設生活介護 むらくも

株式会社 ノーブルラ 鳥取県西伯郡大山町赤 通所介護 デイサービス 弥生 松江市春日町543 平成26年６

イフ 松2458番地107 番地５ 月１日

株式会社 ノーブルラ 鳥取県西伯郡大山町赤 訪問介護 訪問介護 弥生 松江市春日町543 平成26年６

イフ 松2458番地107 番地５ 月１日

社会福祉法人 喜和会 出雲市斐川町名島93番 短期入所生活 短期入所生活介護事業 出雲市斐川町名島 平成26年６

地２ 介護 所 かんべの里 93番地２ 月１日

社会福祉法人 喜和会 出雲市斐川町名島93番 介護予防短期 短期入所生活介護事業 出雲市斐川町名島 平成26年６

地２ 入所生活介護 所 かんべの里 93番地２ 月１日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 通所介護 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年６

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ 富 1465番地１ 月１日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 介護予防通所 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年６

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ 介護 富 1465番地１ 月１日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 通所介護 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ 富ロングラフ 1465番地１ 月１日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 介護予防通所 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ 介護 富ロングラフ 1465番地１ 月１日
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第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 訪問介護 ヘルパーステーション 出雲市斐川町富村 平成26年５

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ ＭＩＬＫ 1465番地１ 月１日

株式会社 Ｃａｒｅ 出雲市斐川町富村1465 介護予防訪問 ヘルパーステーション 出雲市斐川町富村 平成26年５

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 番地１ 介護 ＭＩＬＫ 1465番地１ 月１日

武田 仁志 出雲市神西沖町1455番 居宅療養管理 たけだファミリークリ 出雲市神西沖町 平成26年５

地１ 指導 ニック 1455番地１ 月１日

武田 仁志 出雲市神西沖町1455番 介護予防居宅 たけだファミリークリ 出雲市神西沖町 平成26年５

地１ 療養管理指導 ニック 1455番地１ 月１日

有限会社 いちご調剤 出雲市神西沖町2210番 居宅療養管理 まめな薬局 出雲市大津町1101 平成26年５

薬局 地１ 指導 番地４ 月１日

有限会社 いちご調剤 出雲市神西沖町2210番 介護予防居宅 まめな薬局 出雲市大津町1101 平成26年５

薬局 地１ 療養管理指導 番地４ 月１日

島根県告示第448号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日

田中接骨院 出雲市姫原町230番地３ 平成26年３月31日

モリワキ薬局 松江市天神町128番地 平成26年４月１日

三隅さんさん薬局 浜田市三隅町西河内480番地８ 平成26年５月６日

石見クリニック 益田市駅前町７番１号 平成26年４月１日

俵薬局本店 浜田市蛭子町39 平成26年４月２日

井上歯科医院 益田市中吉田町337番地４ 平成26年５月２日

寺井医院 浜田市三隅町西河内488番地１ 平成26年５月７日

吉岡病院 安来市安来町789番地１ 平成26年４月１日

島根県告示第449号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

社会福祉法人仁摩 大田市仁摩町仁万843 訪問入浴 訪問入浴介護事業所し 大田市仁摩町仁万 平成26年３

福祉会 番地 おさい 843番地 月31日

特定非営利活動法 出雲市里方町116番地 居宅介護支援 穂なみ介護支援事業所 出雲市大津朝倉三 平成26年３

人穂なみネット21 丁目10番３号 月31日

特定非営利活動法 出雲市里方町116番地 通所介護 穂なみデイサービスセ 出雲市里方町116番 平成26年３
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第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日

人穂なみネット21 ンター 地 月31日

特定非営利活動法 出雲市里方町116番地 介護予防通所 穂なみデイサービスセ 出雲市里方町116番 平成26年３

人穂なみネット21 介護 ンター 地 月31日

社会福祉法人湖北 松江市岡本町1138番地 訪問介護 湖北ふれあいしんじ湖 松江市国屋町498番 平成26年３

ふれあい １ 温泉ヘルパーステーシ 地６ 月31日

ョン

社会福祉法人湖北 松江市岡本町1138番地 介護予防訪問 湖北ふれあいしんじ湖 松江市国屋町498番 平成26年３

ふれあい １ 介護 温泉ヘルパーステーシ 地６ 月31日

ョン

社会福祉法人湖北 松江市岡本町1138番地 訪問介護 訪問看護ステーション 松江市千鳥町71番 平成26年３

ふれあい １ Ａ ｌｉｖｅ 地 月31日

社会福祉法人湖北 松江市岡本町1138番地 介護予防訪問 訪問看護ステーション 松江市千鳥町71番 平成26年３

ふれあい １ 介護 Ａ ｌｉｖｅ 地 月31日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 通所介護 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 富 1465番地１ 月１日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 介護予防通所 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 介護 富 1465番地１ 月１日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 通所介護 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 富ロングラフ 1465番地１ 月１日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 介護予防通所 デイサービスＭＩＬＫ 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 介護 富ロングラフ 1465番地１ 月１日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 訪問介護 ヘルパーステーション 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 ＭＩＬＫ 1465番地１ 月１日

株式会社 園山設 出雲市白枝町797番地 介護予防訪問 ヘルパーステーション 出雲市斐川町富村 平成26年５

備 11 介護 ＭＩＬＫ 1465番地１ 月１日

島根県告示第450号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者及び同法第53条第１項の指定介護予防サ

ービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第１号及び第115条の10第１号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社平田組 通所介護 レッツ倶楽部安来中央 安来市安来町757番地４ 平成26年８月１日

介護予防通所介護

島根県告示第451号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第85条

第１号の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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第2,620号 島 根 県 報 平成26年８月５日

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

社会福祉法人けいびん会 居宅介護支援 ケアプランやまもも 浜田市久代町309 平成26年８月１日

株式会社ＮＡＧＡＳＥ 居宅介護支援 「すみよし」居宅介護 益田市本町３番19号 平成26年８月１日

支援事業所

島根県告示第452号

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定による平成26年度地方の臨時種畜検査に合格した

種畜は、次のとおりである。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

種畜証明書番号 名前（登録・登記番号） 品 種 検査成績

11347749928 平賢桜（全和2013受卵島黒3130087） 肉用牛 ２級

黒毛和種

島根県告示第453号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があったの

で、同条第17項の規定により告示する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

江津市土地改良区

退任した役員の氏名及び住所

理事

田中 増次 江津市波積町本郷273番地５

島根県告示第454号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 届出の概要

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

掛合ショッピングセンター コア 雲南市掛合町掛合2150番地16

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社 コア 代表取締役 石飛 幸治 雲南市掛合町掛合2150番地16

⑶ 変更した事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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（変更前）有限会社タイヨー 代表取締役 石飛 津男 島根県雲南市掛合町掛合2150番地16

有限会社赤玉メリヤス店 代表取締役 西尾 忠利 島根県松江市天神町24

有限会社まるいと 代表取締役 糸賀 正益 島根県出雲市神西沖町1572

鍋田 良一 島根県松江市青葉台12－６

錦織 靖明 島根県出雲市岡町93－１

（変更後）株式会社コア 代表取締役 石飛 幸治 島根県雲南市掛合町掛合2150番地16

有限会社まるいと 代表取締役 糸賀 正益 島根県出雲市神西沖町1572

鍋田 良一 島根県松江市青葉台12－６

株式会社奥出雲水産 代表取締役 植田 宏 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地

株式会社ウェルネス湖北 代表取締役 村上 正一 島根県松江市乃白町511番地

⑷ 変更の年月日

平成26年３月31日：有限会社赤玉メリヤス店 退店

平成26年６月11日：錦織 靖明 退店

平成26年３月31日：株式会社ウェルネス湖北 入店

平成26年３月31日：株式会社奥出雲水産 入店

２ 届出年月日

平成26年７月25日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

雲南市産業振興部商工観光課（雲南市木次町新市426－７）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

⑴ 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

⑵ 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

⑶ その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

公 告

採石法（昭和25年法律第291号）第32条の13の規定に基づき、採石業務管理者試験を次のとおり実施するので、採石法

施行規則（昭和26年通商産業省令第６号）第８条の７の規定により公告する。

平成26年８月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 試験の日時

平成26年10月10日（金）午前10時から正午まで（受付は午前９時30分から行い、遅刻は試験開始後30分まで受験を認

める。）
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２ 試験会場

大田市大田町大田イ236－４

島根県立男女共同参画センター「あすてらす」 ３階研修室

３ 試験の方法及び科目

次に掲げる科目を筆記試験により行う。

⑴ 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）

⑵ 岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採取、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処理に伴って

生ずる湿状の岩石粉）の処理、廃土及び廃石のたい積方法並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項）

４ 提出書類

⑴ 受験願書（所定の様式）

⑵ 写真２枚、うち１枚は受験票に貼り付けること（手札形（縦８センチメートル×横６センチメートル）とし、受験

願書提出前６月以内に撮影した正面無帽上半身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの）。

⑶ 受験票（所定の様式）

５ 受験手数料

8,000円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書の所定の欄に貼り付けること。

６ 受験願書等の請求先

島根県土木部河川課、隠岐支庁県土整備局、隠岐支庁県土整備局島前事業部、各県土整備事務所、県土整備事務所各

（土木）事業所又は一般社団法人島根県採石協会

７ 受験願書等の提出先

〒690－8501 松江市殿町１番地 島根県土木部河川課

８ 受験願書等の受付期間

平成26年９月１日（月）から同月16日（火）午後５時15分まで

なお、郵送の場合は、平成26年９月16日までの消印があるものに限り受け付ける。

９ 受験票の交付

受験願書を受理したときは、受験番号を記載した受験票を交付するので、これを試験当日に持参すること。

10 結果発表

試験結果は、平成26年10月27日（月）に郵送にて本人に通知するほか、県庁前掲示板に合格者の受験番号を掲示する

とともに、県河川課のホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/）に掲載する。

11 その他

詳細については、島根県土木部河川課管理グループ（電話0852－22－5499）に照会すること。

 
9


	Taro-01_定号目次
	Taro-03_定号本文



